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本日の出席率８８.６３％：会員数４７名・出席３４名・欠席５名・出席規定免除会員（８）５名・ビジター１名

前々回の修正出席率８２.２２％：出席２７名・メークアップ４名・出席規定免除会員出席６名

　本日は、 第５回クラブ協議会とし

て担当を会員増強委員会にお願

いしております。 委員会並びに皆

様のご協力により現在２名の新入

会員を迎える事が出来ました。 本

年度５名の拡大を目指している現

況の説明並びに今後の問題点や

入退会に関するフォローアップな

どを話し合えたらと考えております。

　２月は 「平和と紛争予防 / 紛争解決月間」 です。 これは 「紛

争予防と仲裁に関する、 若者 （将来、 リーダーとなることが望ま

れる人） を対象とした研修の実施、 紛争地域における平和構築

の支援、 平和と紛争予防または紛争解決に関連した仕事に従

事することを目指す専門職業人のための奨学金支援を強調する

月間」 です。

　ちなみに、 ロータリー創立記念日である２月２３ 日からの１週間

は 「世界理解と平和週間」 とされており、 これと相まって、 ２月

の月間には、 ロータリークラブが相互理解を通じて世界平和が

達成されることを目指していること、 そのために、 平和の仕事に

従事する熱意を持った人材を育成することを重要視していること

が示されています。

　地区でも奨学基金 ・ 平和フェローシップ委員会があり、 その名

前のとおり 「グローバル補助金奨学生」 や平和をテーマに学ぶ

「ロータリー平和フェロー」 の支援を行っています。 「ロータリー

平和フェロー」 は２００２年にスタートした制度で、 ロータリー平和

センター （提携大学） 世界に６校を指定 （日本は国際基督教大

学） し、 平和構築の分野を学ぶ若者に奨学金を出し今年で１６ 

期目を迎えます。 全世界で１年に１００ 名しかなれないという狭

き門であり、日本ではこれまでに３１名 （平均すると１ 年に約２ 名）

が推薦されています。

　日本では、 なかなか世界紛争の危機感を感じる事がありませ

んが、 世界平和を考えてくれる若者リーダーが全世界に広がっ

て行く事が、 紛争や予防や紛争解決の一助となるのですから、

我々が拠出している寄付金が有効に役立っている事をお知らせ

いたします。
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１．例会変更・休会　
　　＊佐世保東ロータリークラブ

　　　変更　日時　３月８日 （木） １８：３０～

　　　　　　　場所　ホテルオークラ JR ハウステンボス　

　　　　　　　　　　　　　　　※佐世保東 ・ 佐世保北 ・ 佐世保中央

　　　　　　　　　　　　　　３クラブ合同例会の為

　　　休会　日時　３月２９日 （木）　※定款第 8 条第１節により

　　＊佐世保北ロータリークラブ

　　　変更　日時　３月８日 （木） １８：３０～

　　　　　　　場所　ホテルオークラ JR ハウステンボス　

　　　　　　　　　　　　　　　※佐世保東 ・ 佐世保北 ・ 佐世保中央

　　　　　　　　　　　　　　３クラブ合同例会の為

２．来　　信
　　■ガバナー事務所
　　　　 ・２７４０地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　　①コーディネーターニュース ２０１８年３月号 

　　■ガバナーエレクト事務所
　　　　　 ・１８－１９年度国際ロータリーのテーマ発表のお知らせ

　　　　　　「インスピレーションになろう」

　　■ロータリー米山記念奨学会
　　　　 ・ ハ イ ラ イ ト よ ね や ま ２１５号完成

　　　　　「財団設立 50 周年記念式典開催速報」

　　■東日観光株式会社
　　　　 ・国際ロータリー年次大会参加旅行のお知らせ

３．依頼・伝達
　　　　 ・ 本日は、 会員増強委員会の担当例会です。 是非仲間

佐世保北ロータリークラブ

　　渡会 祐二様



佐世保北ロータリークラブ　渡会 祐二様
佐世保北 RC の渡会です。 本日はお世話になります。 さて、

先日、 佐世保中央 RC の皆様にもご案内を差し上げた所で

すが、 本年１月より馬渡弁護士が佐世保フロンティア法律事

務所の副代表となり、 共同経営者として一緒に事務所を運

営していくこととなりました。 まだまだ若輩の両名ですが、 今

後とも皆様にはご指導ご鞭撻いただければ幸いです。 どうぞ

よろしくお願いいたします。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
本日は、 佐世保北ロータリークラブ　渡会 祐二様　ご来

訪ありがとうございます。

今日の例会は 会員増強委員会担当となっています。 目標５

０名まであと一歩！どうぞ皆様のご協力よろしくお願いいたし

ます。 ２月のお誕生日の６名の皆様、 おめでとうございます。

岩政 孝君
前回の中央会 「武雄嬉野 CC」 で優勝させていただきました。

　　　　　が増える様に皆様のご協力をお願い致します。

　　　　 ・ また来週は、 公共イメージ ・ 会報委員会の担当です。

　　　　　 委員会の皆様どうぞよろしくお願い致します。

　　　   ・ 体験航海の申し込み本日、 提出致します。 追加変更　

　　　　　 等があられるかたは、 早急にお知らせください。

２月　３日　岡　　光正・晴美 ご夫妻
２月　９日　山口　裕之・和子 ご夫妻
２月１４日　浅野　訓一・由美 ご夫妻
２月２２日　岡田　文俊・順子 ご夫妻
２月２９日　馬渡　圭一・恵梨 ご夫妻

昭和３５年２月　１日　野村　和義 君
昭和２７年２月　３日　牛島　義亮 君
昭和３８年２月　８日   井手　陽一 君
昭和３２年２月　９日　平岩　義明 君
昭和４６年２月　９日　山口　裕之 君
昭和２５年２月１０日　岡田　文俊 君

長年お支払した罰金のおかげで、 ハンデ３１の賜物です。

ありがとうございました。

鶴田 明俊君　本田 実君
２月８日の延寿会のお祝い、 ありがとうございました。

指山 康二君
先週の延寿会、 親睦委員会の皆様ありがとうございまし

た。 福石観音では心が清められ、思い出深い延寿会でした。

こんなめちゃくちゃな生活をしているのに第１目標の古希まで

生きられました。 次の目標は東京オリンピックを見る事です。

死ぬまで元気で人生楽しむぞ！記念品までいただき、 ありが

とうございました。 中央ロータリーの絆に感謝！

岡田 文俊君
毎年のことながら４０数年間のお祝いの月です。 皆様のおか

げです。 ありがとうございます。

牛島 義亮君
誕生日のお祝い、 ありがとうございます。

浅野 訓一君
結婚３０周年になりました。 お花ありがとうございました。

四元 清安君
先日、 新聞で記事になりました、 振り込め詐欺を未然に防い

だと元町タクシーの乗務員木寺君が警察より表彰を受けまし

た。 会社より金一封を渡したいと思います。

平岩 義明君
ロータリーメンバーに感謝！！誕生祝いもありがとうございま

す。

南部 建君
先週の延寿会お祝いをしていただきありがとうございました。

野村 和義君
誕生日プレゼントありがとうございました。 １日に誕生日を迎え

５８歳になりました。 １日より先日まで雪で大変な日々を送りま

した。 競馬と一緒で荒れたスタートとなりましたが、 光輝く５８

歳にしたいと思います。 還暦まであと２年、 どうぞよろしくお

願いいたします。

八重野 一洋君
去る２月１３日　ホテルニュー長崎においてスズキ自販長崎の

優秀販売店大会において２０１７年最優秀販売店１１０数社

中、 県内ベスト１０入りし、 田添君の会社に僅差 ( 多分） で８

位入賞させて頂き表彰受賞しました。 ちなみにベスト１０対象

は年間４８台以上のスズキ車販売実績販社が対象となりま

す。 ニコニコします。

宮﨑 宗長君
「延寿会」 ではお世話になりました。 はじめて 「護摩焚き」 を
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お め で と う
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本日の合計　　　　     86,000 円

本年度の累計　　　  787,018 円

　現在の当クラブの増強状況は本年度岩政会長から命題として

いただいております、 純増５名に対して現状では２名の増強にし

か至っておりません４月にはあと１名の入会報告ができると思いま

すが、 非常に厳しい状況にあります。

　昨年から２７４０地区の会員増強委員会に出向させていただき

地区の現状は把握しておりますが、 大きく増強が成功しているク

ラブは例えば女性会長の基で女性会員を多く入会させた

事例や若い会長で同じ年代の仲間を取り込んだとゆう事例が報

告されています。

　現在ではクラブの例会のあり方を変更しすべて夜の例会に変

更したクラブなども会員増強に伴う一つの事例ではあります。 １

昨年の地区の増強セミナーでは 「会員増強の王道」 というテー

マで講話がありましたが最終の結論では王道はないとの事でし

た。

　増強とはクラブの永遠のテーマの一つですが、 これはクラブ全

体で取り組む姿勢がないとおおよそ成功しないと思われます。

会長・幹事から全てのメンバーの力を借りないと到底成功しませ

ん。 残り半年増強委員会もフルに活動いたしますが皆様の情報

も宜しくお願い致します。 まさかあの人がと思う方が他のクラブに

入会されたとの事がよくあります。

　よろしければ皆様もご友人にロータリークラブのお話をしてみて

ください。

馬場 貴博委員長
　

■会員増強委員会■

ＳＡＡ：牛島義亮君

次回例会／２月２２日１２：３０～

経験しましたが、荘厳で心がピリッと引き締まった時間でした。

このたび、 喜寿を迎えられた鶴田さん、 古希を迎えられた指

山さん、 還暦を迎えられた南部さん・本田さん、 これからも

ご健康には気を付けられ、 お元気に活躍されますことを祈念

いたします。

岡 光正君
何回目かは不明？結婚記念日の 「すてきなお花」 ありがとう

ございます。

井手 陽一君
残念ながら、 また一つ歳をとってしまいました。 御祝いありが

とうございます。 今後ともよろしくお願いします。

芥川 圭一郎君
禁煙継続期間４００日達成。 節約できた金額 210,835 円だそ

うです。 でも、 まだまだ吸いたい！

田添 直記君
今週火曜日、 スズキ自販長崎優秀販売店大会がホテル

ニュー長崎で開催されました。 ウエストモーターさん、 入賞

おめでとうございます。

山口 裕之君
４７回目の誕生日と２１回目の結婚記念日のお花ありがとうござ

いました。

馬渡 圭一君
私事で恐縮ですが、 本年より、 佐世保フロンティア法律事務

所の副代表となりました。 これからも佐世保のためにより一層

がんばります。 お祝いをいただいたついでに皆様、 顧問先

になってください。 よろしくお願いいたします。 あと、 忘れて

いましたが、 今月は結婚記念の月です。 お花ありがとうござ

いました。

会員一同
馬渡君のお祝い。 副代表就任おめでとうございます。

馬渡 圭一君
佐世保フロンティア法律事務所　

副代表　就任

　この度は， 私の副代表就任につきまして、 皆様から多数のお

祝いのお言葉をいただき、 誠にありがとうございました。

これからも益々かんばりますので、 たくさん仕事を振ってくださ

い。 どうぞよろしくお願いいたします。

会員増強の現状
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